
5 . 夫の家事遂行と妻の夫婦満足感

一末子年齢、労働時間、性別役割意識による交互作用一

末盛慶

1 .はじめに一問題の設定一

女性の就業参加、核家族イじが進むことで、家事などの家族的責任の配分が課題とされ、性別役割

構造の再構築(今回，1995)、及び夫の家事遂行や育児参加が求められて久しい(H凹hsch品d，1989)。

しかし、家事分担に関する先行研究をみる限り、こうした役割への男性の参加が徐々に増す傾向

はあるものの、女性がその殆どを分担していることに大きな変わりはない(厚生省人口問題研究

所，1996;松信，1995;永井，1994，1992;品田，1996;Theodore，1996)。

しかし、こうした分担状況に対して女性がかなりの不満を持っているかといえば、そうともいえ

ない。厚生省人口問題研究所が行った全国家庭動向調査(1993年実施)では、夫の家事や育児の遂

行に対する妻の満足感は、「非常に満足」と「まあまあ満足」をあわせて 6割に及ぶ。家事分担に対

する公平感も、必ずしも分担状況と連動しないことは、日米の先行研究でよく指摘されている(岩

間，1997; Sheldon&John， 1996 ; Theodore， 1996)。

そこで 90年代に入り、家事分担が妻の夫婦満足感や公正感と関連を持つ条件とは、また持たない

条件とはどういうものなのかが、研究関心として浮上してきた(perry-Jenkins&Folk，1994; 

Pina&Bengston， 1993 ; Theodore， 1996)。

女性の就業の促進から、一般的にいって、夫の家事参加や育児参加が追求されている。しかし夫

の家族への関わりを問題にするのであれば、どういったコンテクストにおいて、夫の家族への関

わりがより効果的な意味を持つのかについても答えていく必要がある。したがって本研究では、

夫の家事遂行と妻の夫婦満足感の関連が、どのような要因によって、どのように異なるかを検討

する。

2.先行研究の整理

2.1家事分担と夫婦満足感

そもそも夫の家事遂行が妻の夫婦満足感、公正感、及び抑欝と関連を示すとする研究も多いo

(Benin&Agostinelli，1988 ; Kessler，Macrae， 1982 ; Ross，Milowsky&Huber， 1983)。この一方で、

家事分担に関する最新のレビューを行った Shelton&John(1996)は、より慎重に、両者の間に必ず

しも一貫した関係は見出せないとしている。

後者の関心から、両者の関係を第 3の変数によって説明しようとするこれまでの研究には、主に 2

つの研究方向が考えられる。 1つは、女性の就業状況に関するものであり(Blair，1993;Perry-

Jenkins&Folk，1994 ; Pina&Bengston， 1993)、もう 1つはイデオロギー要因に関するものである

(Blair&Johnson，1992 ; Lye&Biblarz， 1993 ; Theodore， 1996)。

就業状況との関連では、フルタイムで就業する妻の方に、家事分担と満足感とに関連が見られる。

Pina&Bengston (1993)では、 287人の妻をサンプルに、平等的な家事分担と妻のハピネスの関連

をみた。そこでは、不平等な家事分担の場合、フルタイム雇用の妻の方がそうでない妻よりも、
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夫からの支援が少ないと感じる事が多く、これが夫婦満足感、及び個人の満足感を低めていた。

Perry-Jenkins&Folk(1994)は、家事分担と夫婦満足感の関連を階層によって仕分けた。 NSFHの

データ(ファーストウェイプ)を用いて、夫婦各々をミドルクラス、ワーキングクラスとわけ、 4つ

の夫婦の組み合わせにおいて、家事分担と夫婦関係及び公正感との関連をみた。その結果、ミド

ルクラスの妻たちは、家事分担の平等度(equity)が夫婦間コンフリクトに強い影響を持つことを示

した一方、ワーキングクラスの妻たちは、むしろ女性領域の家事項目の分担比率が高いほど、夫

婦問コンフリクトが少なかった。

一方、異なる結果もある。同じ NSFHのデータを用いたBlair(1993)は、夫婦の就業状況と家族

状況が夫婦関係の質の各指標に与える影響を検証したが、そこでは家族役割意識や公正感や家事

遂行といった家族状況に比して、就業状況は思うほど影響力をもたなかったと報告している。

イデオロギー要因による仕分けでは、革新的な性別役割意識を持つ妻ほど、家事分担と夫婦関

係の質に関する変数との間に関連が見られる。 Lye&Biblarz(1993)は先行研究の検討から、性役割

行動と夫婦満足感の関連を理解するには、結婚や性役割に対する意識や態度が決定的に重要と指

摘する。分析結果では、夫より妻の方が平等的な家事分担を支持する意識をもっ場合、口論の頻

度が増していくの対し、逆に妻より夫の方が平等的な家事分担を支持する意識をもっ場合、口論

の頻度が減ることと関連していた。

官leodore(1996)もNSFHのデータを用い、家事分担を不平等と評価する際の基準として性別役

割意識を用いる。相対的剥奪論を理論的背景とし、不平等な分担状況の対する反応は、当人の持

つ性別役割意識により異なると考える。さらにTheodore(1996)は、性別役割意識はこれまで加法

的な扱いが多く、交互作用として扱われることは少なかったという。上記のように、性別役割意

識によって、家事や育児の分担状況に対する反応が異なるとするなら、加法的な扱いより、交互

作用をみていく必要があると指摘し、決定係数、ベータ共に微弱ではあるが、革新的な性別役割

意識をもっ妻ほど、家事分担を不公正と感じること、そして、その不公正感が夫婦の安定感に与

える影響も、革新的な性別役割意識をもっ妻の方が強いことを明らかにした。

以上の先行研究から、就業に長く関わっている妻の方が、また革新的な性別役割意識を抱いて

いる妻の方が、現行の家事分担と自身の夫婦満足感やハピネス、及び口論の頻度との聞に関連が

みられることがわかる。

2.2先行研究における課題

先行研究がもっ課題の 1つは、子供の年齢に対する考慮が欠けていることである。多くの研究で

は、子供の有無をコントロール変数として投入する。子供の有無や年齢をコントロールした上で、

各々の変数の効果を一般的に検討することも重要だが、子供の年齢によって、家事分担と夫婦満

足感の関係がどのように変化していくかも同様に重要な研究課題と考えられる(Suitor，1991)。

本研究では、子供の年齢の中でも、特に就学前の子供を持っか持たないかに焦点をあてる。育児

にあたる時期一特に第 1児出生時ーは家事や育児の分担がもっとも急激に増えるとされ

依amo，1991)、こうした時期に最も夫の家事遂行への要求が高まると考えられるからである。
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以上の検討から、 5つの仮説が考えられる。

①夫の家事遂行は妻の夫婦満足感に正の関連を示す

②長い労働時聞を働いている妻の方がそうでない妻より、夫の家事遂行と妻の夫婦満足感とが

正の関連をもっ

③革新的な性別役割意識を持つ妻の方がそうでない妻より、夫の家事遂行と妻の夫婦満足感と

が正の関連をもっ

④就学前の子供を抱える妻の方が、それ以外の末子年齢に達した子供をもっ妻より、夫の家事

遂行と妻の夫婦満足感とが正の関連をもっ

本研究の目的は、夫の家事遂行と妻の夫婦満足感の関係が、以上にあげたコンテクストにより

どう異なるのかをみることだが、もう 1つの目的は、交互作用項を投入することで、より効率的

に夫の家事遂行と妻の夫婦満足感の関連を説明できるのかを検証することである。ここから仮説

⑤が導かれる。

⑤夫の家事遂行の持つ主効果を上記の交互作用項の効果が上回る

3.方法

3-1分析方針

分析方針は、妻の夫婦満足感に対する夫の家事遂行の主効果と共に、仮説に挙げられるような

交互作用の効果を検証することである。具体的には、交互作用項を含む階層的重回帰分析を行う。

3-2サンプル

データは NSFHのセカンドウェイブを用いる。対象は有配偶女性であり、かつ夫と子供との同

居を条件とした。これにより、 2074人になる。

本研究では夫の家事遂行を問題とするのだが、夫が職業的に不安定な場合に家事遂行が高まる

ことが考えられるので、これらを常勤のサンプルと同時に解析にかけることは問題となる。両者

を区別するため、夫の週労働時聞が 34時間以内のものはサンプルから除いた。これは 35時間以

上をフルタイムとした Perry-Jenkins&Folk(1994)を参考にした。その結果、 1974人となった。

さらにサンプルの年齢と末子年齢にかなり幅がみられたので、各々 60歳未満、 30歳未満との

制限を加えた。この結果、最終的な分析サンプルは 1893人となった。

多変量解析の段階ではリストワイズを用いたので、その場合の分析サンプルは 1607人となる。

3-3利用する変数

従属変数は夫婦満足感である。夫婦満足感の具体的な項目は、夫から受ける理解、愛情、要求、

夫との共有時間、性的関係、夫の金銭の消費、家庭での行動、に関する満足感である。これら 7

項目(7点リッカート尺度)の合計得点を夫婦満足感とした。数値が高くなるほど、夫婦満足感が高

まることを意味する。信頼性を示すα係数は.88である。

主な独立変数は妻の性別役割意識と夫の家事遂行である。性別役割意識は「男性は生計を稼ぎ、

女性は家族の面倒をみるのがすべての人にとってよい」、 「就学前の子供がいて、母親が働くと

-64-



悪影響がでる」、「末子が5蔵以下であっても、母親がフルタイムで働くことは一向に構わない」、

「夫も妻も、家計に貢献すべきである」の4項目(5点リッカート尺度)の合計得点である。該当項

目には反転を施し、高くなるほど、革新的な性別役割意識を抱いていることを意味する。 α係数

は.70である。

家事分担に関してはさまざまな変数構成があるが、ここでは夫婦聞の相対的な家事分担ではな

く、夫の家事遂行そのものを用いる。これは相対的な家事分担の指標は、妻の就業により妻の家

事時間が減少することで、たとえ夫の家事遂行が現実に増加せずとも、一見平等的な分担になる

ことが指摘されているためである(perry&Jenkins&Crouter，1990)。

家事の分担そのものを問題にするのであれば、夫婦聞の相対的な家事分担を問う意味も存在す

る。しかし、妻の夫婦満足感との関連を見る上では、解釈に問題を抱えかねない。たとえば、相

対的な家事分担度の平等化と妻の夫婦満足感とが有意に正の関連を示したとしても、それは夫の

家事遂行が実際に向上したことによるのか、それとも妻の就業参加等の何らかの事情により相対

的な分担のみが変イじしたことによるのかは、サンプルの限定を加えない限り、難しくなる。相対

的な家事分担の指標より、夫の家事遂行そのものを問う方が結果の解釈は容易である。

家事項目としては、女性領域と言われる炊事(preparingmeals)、食事の後片付け(washing

dishes and meal cleanup)，洗濯(washing，ironing，mending)、掃除(cleaninghouse)、買い物

(shopping)を選んだ*10 NSFHのデータを用いた研究では、女性領域の家事分担が常雇の女性の

公平感に関連したと報告されている(Blair&Johnson，1992)。したがって、ここでは妻の夫婦満足

感により関連を示す可能性が高いと考えられる女性領域の家事項目に絞って、変数を構成する。

結果、これら 5つの家事項目の週当り時間の合計数値を夫の家事遂行とした勺。数値が高くな

るほど、夫が家事を遂行していることを意味する。 α係数は.77である。ただし、この家事時間は

夫自身が回答したものではなく、妻による回答をもとにしている。

コントロール変数は、妻の年齢、妻の教育年数、妻の年収、妻の労働時間、及び末子年齢が投

入された旬。年収は、メインジョブと自営業も営む場合、それを加えたものになっている。労働

時間は雇用労働に加え、セカンドジョブも勤める場合、これも労働時間に含めた。

交互作用項内の子供の年齢に関しては、子供の末子年齢を用いた。末子年齢を用いた理由の 1

つは、本研究が就学前の子供の有無を問題としているためであり、付加的には、末子年齢を用い

た先行研究が多いことによる経験的な比較の問題を考え合わせた。

4.分析結果

まず対象サンプルの基本的な特性を明らかにしておきたい(表 1)。

年齢の平均は約 37.7歳である。教育年数の 13という数値は、高校卒業が平均的な学歴である

ことを示している。妻の年収は約 14200ドルである。労働時間の平均は 24時間である。末子年齢

の平均年齢は 8.7歳である。性別役割意識のスコアは 12.6とスコアの持つレンジのほぼ中間に位

置する。女性領域の家事項目に費やす週当りの夫の家事遂行の平均時間は 8.38時間である。

年収のみ、他の研究より多少高めではあるが、これはセカンドジョブを加えた合計の収入であ

ることと、少なからず高額の所得を得ている妻がいることが要因と考えられる。
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本研究で重要な変数となる夫の家事遂行と妻の夫婦満足感の度数分布が表2、3にある。

表 1記述統計

レンジ 平均値 標準偏差

妻の年齢 23- 59 37.69 7.14 

妻の教育年数 0- 20 13.08 2.54 

妻の年収 0-185000 14180.84 17229.15 

妻の労働時間 0- 144 23.94 21.33 

末子年齢 0- 29 8.74 6.59 

妻の性別役割意識 4- 20 12.64 3.11 

夫の家事遂行 0- 101 8.38 10.20 

妻の夫婦満足感 7- 49 36.20 8.89 

表 2夫の家事遂行の度数分布 表 3妻の夫婦満足感の度数分布

(週当り時間) 度数 (%) 度数 (%) 

。 248 (14.8) 7-14 46 (2.5) 

1-9 925 (55.3) 15-21 88 (4.8) 

10-19 335 (20.0) 22-28 215 (11.7) 

20-29 90 (5.4) 29-35 359 (19.5) 

30-39 42 (2.5) 36-42 646 (35.1) 

40-49 17 (1.0) 43-49 485 (26.4) 

50-59 6 (0.4) 合計 1839 (100.0) 

60-69 3 (0.2) 

70-79 3 (0.2) 

80- 3 (0.2) 

合計 1672 (100.0) 

夫の家事遂行は週に 10時間以内の者がほとんどで、全体の7割を占める。20時間以内の者で90%

が占められる。女性領域の家事に関して夫が 1日に費やす平均的な時間は 1時間程である。

一方、夫婦満足感であるが、先行研究の一般的な傾向と同様、満足感は高い。夫婦満足感の合

計得点でみると、幸せ及びとても幸せとされる上位層(36・49)で全体の 6割を占める。一方、どち

らともいえない部類とされる中位層(22・35)に3割があてがわれる。 1割弱ほどの者が、あまり幸

せではない及び不幸せであると答えている低位層(7・21)に入る。

次に相関係数により、変数閣の関連をみる(表 4)。

夫婦満足感と関連を示すのは、年収(r=一.071p<.Ol)と労働時間(r=-.082 p<.Ol)であり、共に
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負の相関である。夫の家事遂行も関連を示し、こちらは正の相関になっている(r=.081p<.Ol)。一

方、

表4相関係数マトリクス

妻の年齢 妻の教青年数 妻の年収 妻の労働時間 末子年齢 妻の性別役割意識夫の家事遂行

妻の年齢

妻の教育年数 .042 

妻の年収 .099*** .333本*寧

委の労働時間 .068** .081寧* .473*本*

末子年量輸 .706*** ー.138牢** .063本 .170*** 

妻の性別役割意識一.048 .152**牢 .331*牢寧 .345牢*牢 一.020

夫の家事遂行 ー.020 .026 .070** .119**牢 ー.036 .121事，**

琶の夫婦満足感 ー.028 一.006 ー.071** 一.082** .002 ー.006 .081*牢

牢p<.05 牢牢p<.01 牢牢牢p<.001

性別役割意識との関連は有意にならない(r=一.006ns)。

夫の家事遂行を軸にみていくと、妻の年収(r=070p<.Ol)や労働時間(r=.119p<.OOl)の高まりと

正の関連を示す。ここから、妻の職業生活への関与の高まりは夫の家事遂行の高まりと関連して

いる。同時に、妻の性別役割意識とも正の関連を示す(r=.121p<.OOl)。ただし、夫の家事遂行は

妻が回答しているため、この両者の因果関係の解釈は微妙である。

一方、妻の性別役割意識は、妻の年収(r=.331p<.OOl)や労働時間(r=.345p<.OOl)、教育年数

(r=152 p<.OOl)と関連を示す。特に、労働時間と年収が性別役割意識と比較的強い関連を持ってい

る。この結果から、先の夫の家事遂行と性別役割意識の関連は、妻の労働時間や年収を基点とし

た擬似相関である可能性が考えられる。

次に、妻の夫婦満足感を従属変数にした重回帰分析を行った(表 5)。コントロール変数のみのス

テップ 1では、労働時間(β=一 .079p<.Ol)が負の効果を有意に示した。

次に夫の家事遂行を加えたステップ 2をみる。そこで夫の家事遂行が有意に正の効果を持った

(β=.093 p<.OOl)。説明力の増加分も同時に有意になっている。ここから、夫の家事遂行が主効果

として、妻の夫婦満足感に影響を与えることが示された。

ステップ3以降から、仮説で示した交互作用項を 1つずつ投入していく。

まずステップ 3だが、夫の家事遂行と末子年齢の交互作用項を投入した結果、有意な関連が示

された(β=.080p<.05)。一方、夫の家事遂行の主効果は有意な効果を示さなくなる(β=.050ns)。

次にステップ 4では、夫の家事遂行と妻の労働時間の交互作用項を投入したが、ここでは有意

な関連はみられない(β=.036ns)。しかし、先ほど有意になった夫の家事遂行と末子年齢の交互作

用項は有意を保っている(β=.070pく.05)

次に、最終となるステップ 5で、夫の家事遂行と妻の性別役割意識の交互作用項を投入した結
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果、有意な関連を示し、さらに投入された変数の中で最も高い関連を示した(β=.105p<.05)。こ

こで、ステップ 3と4で有意だった夫の家事遂行と末子年齢の交互作用項が有意な関連を示さな

くなる(β=.053ns)。

表 5 妻の夫婦満足感に対する階層的重回帰分析

ステップ

2 3 4 5 

妻の年齢 一.064 一.067 ー.066 一.064 一.063

妻の教育年数 .024 .025 .020 .020 .020 

妻の年収 -.051 ー.050 一.052 ー.052 一.050.

妻の労働時間 一.079林 一.088林 一.091牢牢 一.105牢本 一.083*

末子年齢 .067 .074牢 .053 .057 .061 

妻の性別役割意識 .033 .024 .021 .020 .003 

夫の家事遂行 .093牢紳 .050 .038 .012 

夫の家事遂行×末子年齢 .080牢 .070牢 .053 

夫の家事遂行×妻の労働時間 .036 一.030

夫の家事遂行×妻の性別役割意識 .105牢

R .108牢牢 .142*牢牢 .155牢牢牢 .157牢牢牢 .165牢牢牢

Rsquare .012牢牢 .020牢本牢 .024牢牢牢 .025牢牢牢 .027牢本本

調整済 Rsquare .008牢牢 .016牢牢牢 .019牢牢牢 .019牢牢本 .021牢牢本

増加分square .008林牢 .004** .001 .002牢

本p<.05 牢牢p<.Ol 牢牢牢p<.OOl

一方、主効果としてステップを通して、有意な関連を示し続けたのは妻の労働時間である。最

終ステップにおいても有意な関連を示した(β=-.083 p<.05)。階層や世帯収入を検討する必要も

あるが、結果を正直にみると、妻の労働時聞が長くなることは夫婦満足感の低下を呼んでいる。

ここで夫の家事遂行の主効果及び交互作用の効果に関する結果を簡単にまとめておこう。夫の

家事遂行のもつ主効果はステップ 2において確認された。しかし、夫の家事遂行と末子年齢の交

互作用項が投入されたステップ 3において、有意な関連を失う。以降、交互作用項を投入するに

応じて、徐々にβ係数の値を落としていった。つまり、夫の家事遂行と妻の夫婦満足感の関連は、

夫の家事遂行がもっ主効果による説明より、妻の性別役割意識といった認知的な側面と、末子年

齢といった構造的な側面の両面による交互作用の効果によって説明する方が、分析上、効率的で

あることが示されたのである。

重回帰分析で有意となった交互作用項に関しては、二元配置分散分析でも有意が確かめられた

(夫の家事遂行と妻の性別役割意識の交互作用;F=4.345 df=l p<.05 ;夫の家事遂行と末子年齢;

F=2.675 df=2 p<.lO)。分散分析の平均値を用いたグラフが図 1と図 2にある。

図 1は、仮説③が確認されたことを示している。革新的な性別役割意識をもっ妻の方が、夫の
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家事遂行と妻の夫婦満足感とがより正の関連を示している。確かに、性別役割意識が伝統的であ

る妻にとっても、夫の家事遂行はある程度恩恵的な効果を持っている。しかし、夫の家事遂行が

なされた場合の妻の夫婦満足感は、革新的な性別役割観をもっ場合により高く、逆になされない

場合により低くなる傾向が示された。つまり、夫の家事遂行が妻の夫婦満足感に与える影響は、

革新的な性別役割意識をもっ妻の方において、より大きいのである。

有意水準からすると、夫の家事遂行と妻の性別役割意識の交互作用の効果には及ばないものの、

先の重回帰分析のステップ 3及び分散分析において、夫の家事遂行と末子年齢の交互作用にも有

意な関連をみることができた。仮説④では、乳幼児等の就学前の子供を持つ妻において、妻の夫

婦満足感に対する夫の家事遂行の効果が最も大きくなると考えた。しかし図 2をみると、仮説と

は異なった傾向が見てとれる。結果は、就学前の子供より、むしろ学童期及び青年期の末子年齢

の子供を持つ場合に、夫の家事遂行の効果が現れていた。また末子年齢が 19歳以上になると、夫

の家事遂行の効果はほとんどみられない。

図1
妻の夫婦満足感に対する

夫の家事遂行と妻の性別役割意識の交互作用
39 

38 1------------ー一一 ーーーーーー一一 ーー一一一一一一ーー

37 
夫婦満足感

36 

r
h
u
a
q
 

n
‘u
n

唱

U

行

行
遂

遂

事

事

家

群

家

群

の
い
の
い

夫

低

夫

高

田

・

33 

伝統的 革新的
性別役割意識

図2
妻の夫婦満足感に対する
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5.考 察

本研究の目的は、夫の家事遂行と妻の夫婦満足感の関連に関して、夫の家事遂行の主効果に加

え、いくつかの交互作用を検討することで、両者の関連をより理解していくことだった。問題関

心から述べるなら、夫の家事遂行といっても、どういった条件が組み合わさった場合に、さらに

どのような効果をもつのか一ここでは妻の夫婦満足感に対してーということを検討することが本

研究の主旨であった。

妻の夫婦満足感に対する夫の家事遂行の主効果を想定したのは仮説①であるが、重回帰分析の

ステップ 2において有意な関連が示された。しかし、夫の家事遂行と末子年齢、妻の労働時間及

び性別役割意識といったステップ3以降の交互作用項を投入することで、夫の家事遂行の主効果

の有意性は消失し、 β係数も減少していった。以上の結果から、仮説①は、交互作用を検討しな

い限りにおいて有意な関連を示すという意味で、あくまで部分的な支持にとどまった。

この分析結果は、夫の家事遂行と妻の夫婦満足感の関連は、夫の家事遂行と妻の性別役割意識

及び末子年齢との交互作用の効果によって、より効率的に説明できることを示している。したが

って仮説③に加え、交互作用の効果が夫の家事遂行の主効果を上回るとした仮説⑤も実証された。

仮説②に関しては、本データからは有意な関連が示されなかった。この結果に対する解釈とし

ては、労働時聞が長いことが、即、職業的な関与が高く、女性として平等的な観念を抱くことを

必ずしも意味しないことが考えられる。性別役割意識の交互作用項が有意な関連を示しているこ

とからすると、労働時聞がたとえ長くとも性別役割意識が伝統的である者も現実には含まれるこ

とから、労働時間の交互作用項が有意な関連を示さなかったものと考えられる。こうしたことか

ら、就業状況の関連をみるときは、労働時間という構造的な変数とともに、本人の組織や職務に

対する認知的なコミットメントも含めて、検討していく必要がある。

就業状況に関しては、働く本人の状況に加えて、組織内の状況も考慮することが望まれる。上

司の対応により、仕事と家族の葛藤(work&familycon血ct)が低減されるという研究報告もある

(Thomas&Ganster， 1995)。仕事と家族の関係を考える上では、家族内部の条件とともに、就業す

る組織の条件にも目を配ることが求められてくる。

仮説④に関しては、仮説とは異なる結果が示された。仮説では就学前の子供を抱える妻にとっ

て、夫の家事遂行が妻の夫婦満足感により効果をもっと考えた。しかし結果は、乳幼児の時期を

過ぎた学童期及び青年期において、夫の家事遂行と妻の夫婦満足感の聞により正の関連がみられ

た。

これと同様の結果は、先行研究においても確認されているのUI加r，1991)oSuitor(1991)は家事分

担の満足感と夫婦ハピネスの関連をみている。そこでも、就学前において両者の関連が強くなる

という仮説がたてられた。しかし、結果は、末子が就学前の時期よりも、学童期及び青年期にお

いて両者の関連がより強く見られた。

この結果に対する解釈としては、妻の就業状況が考えられる。この時期に、妻が労働市場へ参

加していくことで、夫の家事遂行がより重要な意味をもつことが考えられるからである。追加的

な分析でもそのことは伺える。一元配置分散分析により、労働時間と年収をこの 3つの年齢群に

より分析したところ、この学童期及び青年期の群の妻が、最も労働時間も長く σ=6.189df=2 
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p<.01)、最も年収も高かった(F=31.333df=2 p<.001)。多重比較ぐTukeyHSD)の結果では、両変数

とも、就学前の時期と学童期及び青年期との聞に有意差が確認された。推測の域はでないが、乳

幼児を抱えた育児期の最中よりも、むしろ育児がひと区切りついた後に、妻が就業機会を伺い、

かつ手にする時点で、夫の家事遂行の効果が大きくなるものと考えられる。

末子の子供が学童期及び青年期になる時、夫婦の多くは 40歳代になり、中年期の前期にさしか

かる。議論の幅を広げるなら、中年期においては夫婦関係のみならず、親子関係においても難し

い課題を抱えるという。 Bogenschneideret al(1997)は先行研究を引きながら、中年期が夫婦満足

感の底にあたることと、中年期において夫婦聞の口論や行き違い(maritaldisagreement)の源泉と

して最も多いのが青年期の子供についてであることの関連を指摘している。妻の就業を軸にした

夫婦関係における問題に加え、親子関係におけるこうした問題もとり込んでいく理論的な作業と、

それに応じた分析がこの先求められる。

付随的な知見だが、夫の家事遂行が妻の夫婦満足感の U字型の底上げに寄与することが示され

た。夫婦満足感のU字型は、横断的な調査においてよく確認される経験的事実になっている

(Glenn， 1990)。しかし、夫の家事遂行による交互作用を検討すると、夫婦満足感のカーブは全く

違うものになった。夫の家事遂行が低い群では妻の夫婦満足感はU字型を描くが、高い群では中

年期において妻の夫婦満足感が高まる傾向さえみられた。

以下では、本研究の限界及び課題について触れたい。限界の lつは、従属変数が夫婦満足感に

限られていたことである。夫婦関係の質(maritalquality)に関する変数の中には、夫婦満足感だけ

でなく、口論や共有時間、離婚への可能性や夫婦聞の危機といった多くの基準変数が存在してい

る。これらが夫婦満足感と同じ関連を夫の家事遂行に対して持つとは限らない。

本研究では夫の家族への関わりとして、家事遂行を考えたが、家事遂行は家族における活動の

ー側面でしかない。最近では、家事遂行に加え、夫婦聞の情緒的なサポートについても取り上げ

る研究が出てきている(Erickson，1993)。これからは家事遂行のみならず、対人関係的な側面を取

り扱っていく必要がある。

全体的にみて、説明力は極めて低くとどまっている。しかし、ステップ 3と5において説明力

の増加がわずかながらも有意であったことから、夫の家事遂行と妻の夫婦満足感の関係は、夫の

家事遂行が一元的に効果を持つというより、交互作用の効果によって説明する方がより効率的で

あることが示された。

つまり、夫の家事遂行とはいっても、それが行われるコンテクストーここでは性別役割観とい

う妻の認知的な状況、及び子供の末子年齢といった構造的な状況ーによって、妻の夫婦満足感に

与える影響は異なってくるのである。

注

1.家事項目の中で、何を女性領域とするかは大まかなコンセンサスはあるもの、一部に違いが見られる。

Pina&Bengston(1994)は、女性領域の家事項目として、①炊事、②食事の後片付け，③洗濯、④掃除の
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4つを上げている。これはBlair&Johnson(l992)がこの4項目を女性領域の家事、そして戸外や自動車

のメンテナンスを男性領域の、そして買い物と支払いを両者の間をいく中間的な家事としたものを参照

している。一方、 Ishii・Kuntz(l992)は、女性領域の家事項目として、先の4つに買い物を加え、これを

女性領域の家事項目としている。買い物の実際の分布を NSFHでみてみると、女性が男性の 2倍程度

行っている。これは男性領域の家事とされる戸外に関する家事において男性が女性の 2倍を行っている

のと同様である。したがって、ここでは買い物を女性領域に含める。

2.今回、家事時間の合計数値に対して制限を加えた。各項目につき 40時間以上(例えば、炊事であれば週

刊時間、 1日当り約6時間)と答えた者は、平均から著しく釆離したサンプル(外れ値)と判断し、欠損値

扱いにした。 40時聞は通常の週当りの労働時間を基準にした。先行研究でも、家事時間の合計を押さえ

る処理は見られる。 Theodore(l996)は NSFHの家事労働のデータをみると、マーケットと家事の労働

時間の合計が 168時間(週合計)になるものが多くいるとし、これは自己報告の妥当性のなさか、あるい

はいくつかの家事が同時になされているためと解釈している。 Theodore(1996)自身は、 NSFHデータに

含まれる 9項目の家事の合計時間が 100時間以上になったの者を一律に 100時間と再定義しサンプルに

含めている。一方、 Perry・Jenkins&Folk(1994)は、同じく 9項目の家事時間の合計が 100時間以上に

及ぶ者に対して欠損値を与えている。その理由は、通常大人は少なくとも 35時間は働き、 40時間は睡

眠しており(一晩に約6時間)、残りを多く見積もっても 93時間にしかならないからとしている。このよ

うに合計数値ではなく、各項目で制限を設けた理由は、合計時間であるとある特定の家事を極端に行う

サンプルも含まれてしまうからである。ちなみに欠損値を与えたサンプルの数は合計で 22ケースのみ

にとどまっている。

3.本分析では、コントロール変数として結婚年数が含まれていない。しかし、結婚年数と年齢の相関は通

常かなり高い。また年齢との高い相闘が示される末子年齢も投入されていることから、分析結果上の違

いはほとんどみられないものと推測される。さらに末子年齢などの家族ステージの概念は、本人の年齢

と結婚年数が混合したものと指摘されており(Orbuchet al，1996)、末子年齢が結婚年数を部分的に表現

していると考えることもできる。
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